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 一般国道４０号 音威子府村 音威子府トンネル工事および音中トンネル工事では，現在，蛇紋

岩層の掘削を進めている。蛇紋岩は，個々の形態により強度特性が大きく異なる特徴を有する。

本報告は前年度に引続き，このような強度特性の異なる多様な蛇紋岩層のトンネル掘削における，

計測結果を基にした支保構造の検討経過，及び，その掘削工法に関わる新たな試みについてとり

まとめたものである。 
 

キーワード：蛇紋岩，支保構造，曲面切羽，全断面早期閉合掘削工法

  

1. はじめに 
 

(1)音威子府バイパスの概要 

一般国道40号は，旭川市を起点に，稚内市に至る

延長約250ｋｍの幹線道路である。このうち音威子府

バイパスは，雪崩による特殊通行規制区間を解消し，

道路交通の定時性，安全性向上や現道の交通事故低

減を目的とした総延長約19ｋｍの一般国道のバイパ

ス事業である。 

音威子府バイパスでは，トンネルを4本計画してお

り，音威子府トンネル(L=2,699m)は南東に位置する

起点側のトンネル，音中トンネル(L=4,686m)はバイ

パス事業区間の中央に位置するトンネルである（図

-1参照）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)音威子府トンネル及び音中トンネルの地質 

両トンネルの基盤地質は，上部蝦夷層群西知良内

層の泥岩，中部蝦夷層群佐古丹別層の砂岩・泥岩，

空知層群の緑色岩およびそれらに貫入した蛇紋岩で

ある。音威子府トンネルは蛇紋岩と西知良内層の泥

岩で主に構成され，音中トンネルは蝦夷層群の泥岩，

空知層群の緑色岩類と蛇紋岩で構成されている。蛇

紋岩は大きな塑性地圧が発生するため，トンネル工

事が難渋する例が多いことで知られている。音威子

府トンネルならびに音中トンネルの先進ボーリング

では塊状，角礫状，葉片状，粘土状の蛇紋岩が出現

しており，各々に適した支保パターン選定を計測結

果に基づき設定し施工を行っている。音威子府トン

ネルでは平成22年6月より掘削を開始し，平成25年12

月末現在L=1,803m（蛇紋岩787m）の施工を完了して

いる。また，音中トンネルでは平成22年9月より掘削

を開始し，12月末現在L=2,293m（蛇紋岩460m）の掘

削を完了している。音威子府トンネル，音中トンネ

ルの地質縦断を図-2および図-3に示す。 
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図-2 地質縦断図（音威子府トンネル） 

図-1 音威子府バイパス全体図 

最大土被り 

H=315m 

H25.12 末 切羽 

図-3 地質縦断図（音中トンネル） 

音威子府トンネル L=2,699m 

1,015m 

塊状~葉片状蛇紋岩 

葉片状~粘土状蛇紋岩 最大土被り H=320m 

H25.12 末 切羽 

音中トンネル L=4,686m 
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2. これまでの流れ(蛇紋岩へのアプローチ) 

本工事では安全で安定した蛇紋岩帯の掘削方法の

確立を目指して，既往トンネルの施工実績や地質調

査結果を基に支保選定フロー(図-4)を作成し，トン

ネル支保仕様の設定を行った1)。蛇紋岩掘削開始時の

支保構造図を図-5に示す。

以下に音威子府トンネル工事および音中トンネル

工事の支保選定の経緯について報告する。 

（１）音威子府トンネル 

 音威子府トンネルでは変形係数を指標とする数値

解析によって作成された選定フロー（図-4）で決定

した支保パターン（EⅡ(1)）で施工を開始した。切

羽は塊状および葉片状蛇紋岩主体である。施工中は

計測工Ａ，Ｂの結果より支保耐力に十分な余裕をも

ってトンネルの安定化が達成されていることが確認

された場合には支保の軽減を図り，また応力の増加

が認められた場合には支保の増強を行いながらトン

ネルの安定を図っている。平成 25 年 12 月末現在，

最大土被り地点を通過し，E0(4)パターン(図-6)で想

定される蛇紋岩突破位置まで約 385m の施工を完了

している。 

（２）音中トンネル 

 音中トンネルも音威子府トンネルで検討された選

定フローに基づき施工を開始したが，施工段階の先

進ボーリングにおいて既存の選定フローの適用外と

なる蛇紋岩帯を確認した。そこで計測実績より推定

作用土圧を算出し，作用土圧に見合った支保設計を

する手法 2)（厚肉円筒理論）を用いて，掘削断面の

形状変更，支保厚の変更，二次側支保の早期施工な

どを行い，現在は曲面切羽による全断面早期閉合掘

削工法を採用して EⅣ(2)パターン（図-7）でトンネ

ルの安定を図っている。平成 25 年 12 月末現在，想

定される蛇紋岩突破位置まで約 20m である。 

 音威子府トンネルおよび音中トンネルにおける現

在の支保諸元一覧を表-1に示す。 

当初(H22.9)
音威子府
トンネル

音中
トンネル

EⅡ(1) E0(4) EⅣ(2)

全断面
（曲面切羽）

高強度

36N/mm2

普通

18N/mm2

瞬結

36N/mm2

鋼製支保工 H200 H200 H200

吹付け厚(mm) 250 250 300

変形余裕量(mm) 150 100 200

鋼製支保工 H200 H150 H200

吹付け厚(mm) 250 250 300

変形余裕量(mm) － 100 200

鋼製支保工 H200 H150 H200

吹付け厚(mm) 200 250 300

鋼製支保工 － － H150※1

吹付け厚(mm) 200 － 300

変形余裕量(mm) 150 － 150

鋼製支保工 － － H150※1

吹付け厚(mm) 200 － 300

変形余裕量(mm) 150 － 150

鋼製支保工 H200 － －

吹付け厚(mm) 200 － 300

3.0×R※2 3.0×R※2 1.5×R※2

切羽～5m 切羽～9m 切羽～4m

33本 31本 33本

上半33本
下半 8本

上半21本
下半 －本

全断面41本

140 45 70

約30m 約35m 約35m

下半

ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ

ロックボルト

補助ベンチ付き全断面

L=4.0m(TD24)

注入式長尺鏡ボルト

最大水平変位量(mm)

月進(m)

支保パターン名

インバート半径

掘削工法

二次側

上半

閉合距離

吹付けコンクリート(N/mm
2
)

一次側

上半

下半

ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ

AGF

3. 音中トンネルにおける蛇紋岩の施工実績

音中トンネルは葉片状～粘土状の蛇紋岩が分布し

ており，土被りは200m以上で地山強度比（地山の一

軸圧縮強度／土被り圧；一般に2を下回るとトンネル

の安定に問題が生じやすいといわれる）0.5以下とい

う極めて脆弱な蛇紋岩である。音中トンネルの蛇紋

岩区間の支保パターンを図-8に示す。 

図-5 当初支保構造図（EⅡ(1)） 

既往の類似工事実績の調査・整理

既往地質調査の整理

蛇紋岩帯の支保仕様（対策案）の設定

解析手法の選定とモデル化

解析結果の整理・支保仕様の決定

実 施 工

図-4 支保選定フロー 

表-1 支保諸元一覧表 

※1：H-150 は剥離剥落対策 

※2：R は上半半径を示す。 

(左)図-6 音威子府トンネル E0(4)パターン 

(右)図-7 音中トンネル EⅣ(2)パターン 
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筆者らは前年度の論文1)において「当初支保パター

ンを見直した重装化パターン（EⅡ(2)）で蛇紋岩の

安定が図られている。」と報告したが，その後の施工

において，切羽の進行に伴う後荷や土被りの増加に

伴い，度重なる支保部材の変状が生じるようになり

（写真-1），増吹付けや縫返しなどを余儀なくされた。

そのため，支保の変状には支保剛性を増強し，トン

ネルの安定を図ってきた。支保剛性増強後の支保構

造図（EⅢ(3)）を図-9に，支保諸元を表-2に示す。 

EⅡ(2) EⅢ(3)

高強度
36N/mm2

瞬結

36N/mm2

鋼製支保工 H200 H250

吹付け厚(mm) 250 300

変形余裕量(mm) 150 150

鋼製支保工 H200 H250

吹付け厚(mm) 250 300

変形余裕量(mm) － 150

鋼製支保工 H200 H250

吹付け厚(mm) 200 300

鋼製支保工 － H250

吹付け厚(mm) 200 300

変形余裕量(mm) 150 250

鋼製支保工 － H250

吹付け厚(mm) 200 300

変形余裕量(mm) 150 250

鋼製支保工 H200 －

吹付け厚(mm) 200 300

上半33本
上半33本
下半 8本

210 180

閉合距離

AGF

注入式長尺鏡ボルト

最大水平変位量(mm)

一次側

上半

下半

ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ

ロックボルト

支保パターン名

掘削工法

吹付けコンクリート(N/mm2)

補助ベンチ付き全断面

1.5×R※1

33本

切羽～7m

L=4.0m(TD24)

二次側

上半

下半

ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ

インバート半径

図-10にEⅢ(3)パターンでの計測工Ａの結果を，

図-11～14に同一断面での計測工Ｂの結果を示す。

※1：R は上半半径を示す。

図-11 吹付けコンクリート応力分布図 

（左:一次側,右:二次側）

圧縮（＋） 

引張（－） 

応力微増 

図-10 天端沈下・内空変位経時変化図

設計基準強度 

(36N/mm2) 

写真-1 EⅡ(2)における支保の変状状況

図-9 支保構造図（EⅢ(3)）

表-2 支保諸元比較表

図-12 吹付けコンクリート(二次側) 

応力経時変化図 

図-8 蛇紋岩区間の支保パターン 

0

20

40 N/mm2

0

20

40 N/mm2
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計測工Ａ，計測工Ｂの結果から以下の知見が得ら

れた。

天端沈下，内空変位とも断面閉合後に収束傾向は示

すものの，変位は完全には止まらず微増（2～4mm/

月）する（図-10）。

吹付けコンクリート応力は全体に圧縮側を示す。全

測点で設計基準強度36N/mm2を超過しないものの，

最大32N/mm2（二次側）発生しており，計測工Ａ同

様に微増している（図-11～12）。

鋼製支保工軸力は全体に圧縮側となり，その応力レ

ベルは許容値1920KN（H-250，N=210N/mm2×91.43cm2

×10-1）を大幅に超過するが，鋼製支保工の降伏強

度超過後に吹付けコンクリート応力が急増するこ

とはなく，また，トンネルの安定は継続され，変状

の発生もみられなかった（図-11～14）。

上記より，EⅢ(3)パターンでの応力状態は全周圧

縮状態となっており，構造的に有利な軸力アーチ構

造となっていることを確認した。しかし，度重なる

支保の変状や変形に伴い，支保を増強するあまり掘

削断面や吹付け厚の増加，断面閉合までの時間が増

大し，結果として変位が大きく生じる，閉合までの

時間遅れによるせん断ひび割れ（写真-2）が生じる

など，新たな課題に直面した（図-15）。この連鎖か

らの脱却を図るために掘削工法の再検討（分割施工，

更なる早期閉合）が必要となった。

4. 早期閉合の効果

 掘削工法の再検討に当たり，トンネルの安定化に

は早期閉合が有効であることは計測結果より明らか

（図-10～14）であり，音中トンネルでは補助ベンチ

付き全断面掘削工法を採用し，切羽から１D以内（約

7m）での断面閉合を行ってきた。しかし，補助ベン

チ付き全断面掘削工法における断面閉合は下半ベン

チの後方約3mでの施工となるため，断面閉合の時間

的遅れを生じてしまう。そこで，補助ベンチ付き全

断面掘削工法より早く（距離・時間）断面閉合を行

うことが可能な工法として，全断面早期閉合掘削工

法および上半先進工法（分割施工；上半仮インバー

ト併用）の支保工をモデル化し，発生応力・断面力

の解析を行った。

解析結果（図-16）より，下記の知見が得られた。

（１）せん断応力 

・補助ベンチ付き全断面の下半部で 10N/mm2 を超

える部位が大きく発生するのに対し，全断面で

は下半の局所的な範囲に抑制できる。

図-15 支保増強に伴う新たな課題

掘削方向 

SL 

圧縮（＋） 

引張（－） 

KN 

許容値(1920KN) 

図-13 鋼製支保工軸力応力分布図（一次側）

図-14 鋼製支保工軸力応力分布図（二次側）

圧縮（＋） 

引張（－） 

写真-2 せん断ひび割れ発生状況 

（EⅢ(3)パターン）

KN 

許容値(1920KN) 
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・上半先進においても，全断面と同様にせん断応

力が局所的な範囲に抑制できる。

・せん断応力発生範囲（図-16 赤～黄）と実際の

ひび割れ発生箇所（写真-2）は一致している。

（２）曲げモーメント 

・補助ベンチ付き全断面，全断面では，形状の有

利さにより，曲げモーメントの発生が抑制され，

安定な軸力構造を形成する。

・上半先進は上半仮インバートの曲率が大きいこ

と，また，上半脚部との接続部においてなめら

かな形状ではないことから，曲げモーメントが

大きく発生し，全断面掘削の約2倍の曲げモーメ

ントが発生する。

以上のことから，①早期閉合によって未閉合部分

をできるだけ短くすること，②構造上有利な円形に

近い形状がトンネル支保の発生応力を低減できるこ

と，が確認できた。上半先進を採用した場合では，

上半脚部，上半仮インバートの健全性を確保できず，

結果として，周辺地山の塑性変形の助長，下半支保

工の接続不能，トンネル全体の不安定化につながる

可能性が高い。 

 そのため，構造上最も有利な円形に近い形状で，

最終支保構造を早期に構築する工法の採用が，トン

ネルの安定につながると判断した。 

5. 音中トンネルにおける曲面切羽の取組み

（１）曲面切羽による全断面早期閉合掘削工法 

 トンネルの安定化を図るためには，より早く断面

閉合を実施することが有効であるが，補助ベンチ付

き全断面掘削工法では，掘削面が直平面もしくは核

残しの切羽形状であり，安全性の観点から切羽後方

7mでの断面閉合が現実的な限界距離となっていた。

そこで，断面閉合距離を短くすることを目的に全断

面早期閉合掘削工法を採用し（断面閉合；切羽後方3

～4m），全断面掘削での切羽安定性向上のために切羽 

形状を曲面とする工法の検討を行った。 

（２）曲面切羽の効果・目的

 NATMの基本概念である地山のアーチアクション

（グラウンドアーチ）を切羽前方にも発揮させるこ

とによって切羽の安定性を向上させる効果を期待す

るものである。切羽を前方に掘り込み，ドーム形状

とすることによって前方地山の応力再配分が進行し，

支保設置位置では従来の直立切羽の場合よりも支保

部材に作用する荷重が軽減し，変位も減少すること

が期待できる。 

また，ドーム状の切羽のため，万が一，切羽の小

崩落が生じた場合には，崩落塊は直下に落下し，後

方まで転がってくるリスクは減少し，安全性の向上

も期待できるものである(図-17)。 

曲面切羽はもともと球面切羽から派生したもので

あり、球面切羽に比べ直平面切羽表面部で取り残さ

れた部分は切羽の安定にほとんど寄与しないと考え、

不安定な岩塊や岩盤ブロックは切羽鏡面から最初に

取り除き，切羽形状を球面にすることでトンネルの

安定が図れるというものであるが、前述の通り、断

面閉合距離を短くすることを主たる目的とし、曲面

切羽を採用することとした。

切羽補強工

一般的な切羽形状
（ベンチ形状、核残し）

曲面切羽形状

崩落塊の落下方向

図-17 曲面切羽模式図

S

図-16 各掘削工法による発生応力・断面力の解析結果

外引張 (-) 

内引張 (+) 
外引張 (-) 

内引張 (+) 

外引張 (-) 

内引張 (+) 
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（３）曲面切羽による全断面早期閉合工法の試行

 音中トンネルではこれまでの検討を踏まえて，坑

口より1,660m（蛇紋岩掘削開始から355m）の位置よ

り曲面切羽による全断面早期閉合掘削工法を蛇紋岩

では国内で初めて採用し，施工を開始した(写真-3）。

なお，曲面切羽による全断面早期閉合距離は切羽後

方4m，SL位置での掘り込み深さは目標2L（L:１掘進

長）である。掘削に関しては地山性状にもよるが，

目標形状(2L)に仕上げることは難しく，掘込み深さ

が3L程度になる場合も多い。しかし，切羽全体とし

て補助工法（鏡吹付けコンクリート，長尺鏡ボルト）

を併用することで，全断面でも自立するということ

が確認できた。 

図-18に計測工Ａの変位計測結果（2次側支保設置

後の変位量），図-19に計測工Ｂの吹付けコンクリー

ト応力分布図を示す。 

計測結果より以下の知見が得られた。 

・曲面切羽による全断面早期閉合掘削工法採用区

間の変位量は全般的に抑制されている(図-18)。 

・天端沈下，上半内空変位の抑制効果が顕著であ

る(図-18)。 

・吹付けコンクリート応力は曲面切羽による全断

面早期閉合掘削工法採用区間での応力値は総じ

て小さく収束性が良い（図-19）。 

・断面閉合距離短縮効果が大きい（図-18～19）。 

・断面閉合までの時間が・距離が短くなり，早期

に最終支保構造を構築した効果により，トンネ

ル作用荷重が低減された可能性がある。 

また，補助ベンチ付き全断面掘削工法施工時にみ

られたSL～肩部のせん断クラック（写真-2）につい

ても全断面早期閉合掘削工法採用後は下半根足部に

少量発生する程度となり，FEM解析（図-16）通りの

結果が得られた。 

6. まとめ 

 これまでの蛇紋岩掘削を通して蛇紋岩帯の掘削で

は超長期的に応力が増え続けていることを確認した。 

将来的な応力の増加をどう予測し，どのように対

応していくべきかが新たな課題である。 

曲面切羽による全断面早期閉合掘削工法により不

良地山においても，補助工法を併用することで切羽

閉合位置を切羽直近まで近づけることができ，施工

性，変位抑制・支保軽減に効果が期待できる可能性

があることが確認できた。 

引続き，蛇紋岩帯突破まで合理的かつ経済的な施

工を目指し工事を遂行していく所存である。 
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